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公悦

れている施設ということもあり︑
賛成しました︒
③ 一 般 会 計補 正 予 算 と 関 連 条
例では︑大潟パーキングアリアを
利用したスマート・インターチェ
ンジ社会実験に伴う経費︑吹上遺
跡を保存す るた めの調査費など
が計上されました︒前述の工事請
負契約と専 決処 分の報告に反対
しました︒
④ 第 三 セ クタ ー な ど 市 が 出 資
している企 業な どの決算と予算
が報告されました︒内容は︑千差
万別です︒﹁民間活力の活用﹂と
いいながら︑
それが十分に生かし
きれていな いこ とが多いようで
す︒
いっそうの経営改善を要求し
ました︒

親鸞聖人上陸の地︑居多ヶ浜︒親鸞さんもお疲れの
ようでした︒何とかしてほしいものです︒

右から杉本、樋口、佐藤事務局長、橋爪、原理事長

合併で１つになったのに、市を分割して選挙
区を設定するなんてとんでもない話だ……昨年
県議会で可決された
「県議選挙区の特例に関す
る条例」に対する批判の声が高まっています。
市議会は、「地域住民が一体感を抱き、新し
いまちづくりをするため」にも合併後の市町村
を基本単位にすべきだと全会派の意見が一致、
６月議会最終日にこの考えで決議をしました。
６月議会ではこのほか、
「３０人以下学級の
実現をはじめとする教育予算充実を求める意見
書」
「義務教育費国庫負担制
度の現行維持に関する意見
書」
「米国産牛肉の拙速な輸
入に反対し、ＢＳＥの万全な
対策を求める意見書」
「自然
災害被災者に対する住宅再
建支援制度の確立を求める
意見書」
についても全会一致
で採択しました。
「地方６団体改革案の早期
実現に関する意見書」
につい
ては党議員団は棄権しまし
た。その理由は、生活保護費
負担金や義務教育費国庫負
担金等の引き下げについて
は、地方６団体の意見がまと
まっていないにもかかわら
ず、意見書の文には事実と違
うことが書かれているからで
す。
この意見書は他会派の賛
成で採択されました。

た︒
② す で に 管 理 を 民 間に 委 託し
ている４２の施設を
﹁指定管理者
制度﹂
へ移行するための条例改正
が１８本提案されました︒今回移
行するのは︑町内会や集落が管理
している施設︑三セクや社会福祉
協議会︑社会福祉法人︑ＮＰＯな
どが管理している施設です︒
この
制度に移行することで︑委託先が
変わることもあります︒委託先の
是非は︑１２月議会で審議されま
す︒基本的には︑既に民間委託さ

全会一致で決議

含まれていることから︑採択にあ
たって退場し︑棄権しました︒

県議選挙区は合併後の市町村を基本単位にすべき

６月議会では︑大きく分けると
次の４つの分野で審議・議論がさ
れました︒
① 合 併 し た旧 町 村 の ガ ス 水 道
事業会計が︑上越市のガス水道会
計に統合されました︒１２月３１
日 ま で の 事 業決 算 が 提 案 さ れ ま
した︒途中で打ち切った決算のた
め︑黒字の事業もあれば赤字のも
のもあります︒
すべて賛成しまし

６月２６日、春日野駐車場にて撮影。
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お年寄りに負担増を強いる市税条例改悪に反対
６月 議会には ６０ の議案 と２
件 の 報 告︑人 事案 件４ 件︑意 見
書・決議が７件提案されました︒
党 議 員団 は︑議案 では︑ワ ー ク
シェアリング型 入札 の適用 で問
題となった城北 中学 校校舎 改築
の工事請負契約について反対し︑
６５歳以上のお 年寄 りの市 税の
減免制度を改悪 する 条例改 正の
専決処分の報告 の承 認に同 意し
ませんでした︒また︑﹁地方六団
体改革案の早期 実現 に関す る意
見書﹂には︑同意できない部分が
約９００人の消防団員が参加した操法競技
会。団員たちのきびきびした動作に大きな拍手
が送られていました。写真は吉川方面隊中央分団。

有間川の土取り現場調査の際、土地開発公社幹部とともに

いう 問題 は︑条 例の建 て 前
では なく て︑住 民の一 般 的
な感覚が通 用す るよ うな形
に条例を改めるべきだ﹂﹁旧
上越市内に も地 域自 治区を
組織していかないと︑
今ある
協議会も５年で終わりに
なってしまう可能性がある︒
その 方向 性︑考 え方は ど う
か﹂などとただしました︒
★木 浦市 長 は︑選任投 票 の
改善については︑ 応募者名
は個人情報 保護 の上 から公
表できない 今の条例を周
知する という態度に固執
しました︒また︑旧上越市内
での地域自治区について
は︑ 旧上越市の区域におい
ても︑将 来的 に 地域協 議 会
を設置する 方向 で考 えてい
る との考えを示したもの
の︑具体的にどう組織して
いくかは︑見解を示しません
でした︒

▼今定例会で最も注目され
ていた問題の１つは︑遺伝
子組換え稲の屋外実験の問
題です︒１４日の一般質問
では橋爪議員がこの問題を
とりあげ︑市長をきびしく
追及しました︒
▼橋爪議員は︑﹁遺伝子組
換え技術は未完成の技術で
あり︑健康や環境への影響
も未解決なところが多い︒
また︑この上越市は︑全国
に誇る農都市条例を持ち︑
有機栽培を中心にした︑環
境にやさしい循環型のまち
づくりを目指している﹂と
のべたうえで︑﹁市長がセ
ンター側にもっとわかりや
すい説明をやってほしいと
要請したのに︑それもやら
ないでセンターは屋外での
田植えを強行した︒これで
いいのか﹂と迫りました︒
▼これに対して木浦市長
は︑﹁北陸研究センターの

遺伝子組換え
稲の屋外実験
中止の働きかけを

地域協議会
委員の選任投
票制度改善せよ！
★いま上越市の１３区に設
置された地域自治区︑地域
協議会が全国から熱い目で
見られています︒地域住民
の暮らしや福祉を守るため
の自治制度として先進的な
性格を持っているからです︒
地域協議会委員の選任投票
は全国初で︑市長の諮問だ
けでなく︑自主的に意見を
述べることもできる地域協
議会の仕組みは︑﹁これから
の住民自治の方向性をさぐ
る実験だ﹂
との評価もあるほ
どです︒しかし︑いくつか問
題もあります︒
★杉本議員は現在抱えてい
る諸問題を前進的な方向で
解決していくために︑選任
投票の改善︑旧上越市内で
の地域自治区の組織化など
について質問を展開しまし
た︒同議員は﹁応募した人た
ちの名前が公表されない︒
応募したけれどもその後取
り下げることができないと

橋爪議員
の質問

杉本議員
の質問

説明責任が十分果たされて
いない︒いかがなものかと
思っている︒たいへん遺憾
だ﹂と答えました︒
▼また橋爪議員は︑山形県
藤島町や北海道が遺伝子
組換え作物の栽培規制の条
例を制定していることを紹
介し︑上越市でも先進事例
を学んで検討すべきだと主
張しました︒市長は︑この
点でも検討を約束しまし
た︒今月下旬にも２回目の
田植えを予定している北陸
センターの動きが注目され
ます︒
▼この他︑橋爪議員は農業
労働災害についても通年の
実態調査と防止対策の強
化を求めました︒市内では
今年度に入ってすでに３人
の方が亡くなられており︑
緊急課題となっています︒

就学援助制
度の維持で
いっそうの努力を！

◆就学援助制度は︑経済的

の制度の果たしている役割

聞きました︒両者とも︑こ

◆樋口議員は︑こうした中

ました︒

﹁一般財源化﹂してしまい

政府は国庫補助の一部を

どん減らされ︑今年度から

に対する国の補助金がどん

◆ところが近年︑この制度

ん喜ばれています︒

子育て世帯などからたいへ

もので︑援助を受けている

行費等︶の一部を援助する

給食費や学用品費︑修学旅

の制度をもっと多くの世帯

◆日本共産党市議団は︑こ

います︒

ており︑前年度より増えて

５人︵同１４２７人︶
となっ

１７０人︶で︑合計１５２

越市内が１２１６人︵同１

︵前年度２５７人︶︑旧上

は︑１３区内では３０９人

を受けている児童生徒数

◆なお︑今年度︑就学援助

しました︒

継続発展させることを約束

｢

﹁国から補助金が減らされ

かりやすく改善することな

れまでも︑案内チラシをわ

と︑市長と教育長に考えを

ることなく︑継続すべきだ﹂ どを求めてきました︒

ても︑この制度は後退させ

勢が問われているとして︑ に利用してもらおうと︑こ

で教育長ならびに市長の姿

学校でかかる費用︵例えば︑ を認めたうえで︑今後とも︑

にお困りの家庭に︑小・中

樋口議員
の質問
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